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ふるさとの恵みに感謝を込めて
22 いただきます！

今金町民センターにて１１月１日、 檜山北部広域農業協同組合連合会設立２０周年記念祝賀会が開
催されました。当日は生産者や市場など、関係者１５０名が参加し、
Ｇプロジェクトの歌手による歌謡
ショー、道楽会による民謡ショー、参加者の有志によるカラオケ大会で盛り上がり、２０周年の節目
を祝いました。
今年は春耕期に例年にない低温や日照不足、降雨の影響により広域連共選三品目である大根、人参、
ブロッコリーの播種、移植作業に遅れが生じましたが、６月以降、天候も回復し作業等が順調に進み
ました。今年の販売環境については前年と対照的に出荷期間を通して高値で推移し、好成績を収める
ことができました。来年度も作付面積の増反・取扱量の増加を図り計画達成に努めます！
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１

スポーツ大会

道南地区青年部

ＪＡバンクは食育を応援します！

る﹃ふるさとの恵み﹄に感謝する

ＪＡバンク教育活動助成事業

ＪＡ今金町女性部・青年部の皆

冬季部員研修
道南地区青年部連絡協議会冬

及び収穫祭開催！
日︑

心を育むきっかけになれば︑とい

名の盟友が参加しました︒

業会館で開催され︑各地区より

用した﹁おにぎり﹂と﹁呉汁﹂
︑﹁じゃ

を訪れ︑地場食材をふんだんに使

校︑へき地保育所︑認定こども園

関係者から米やじゃがいもに関す

金町女性部・青年部︑
ＪＡ今金町

﹁いただきます﹂の前に︑
ＪＡ今

う目的で行われています︒

青年部の事業として 月

月 日︑町内の小・中学

地区別対抗のスポーツ大会が開催

分科会では水稲・畑作・酪畜・

がいもの塩煮﹂という素材の味を

るお話をいただき︑児童たちは熱

さんが

されました︒今金︑神丘︑金原︑

施設野菜・露地野菜のグループ

生かした給食を提供させていただ

心に聞きいり︑給食も残さずおい

日︑道南農

ビーチバレーでは金原が︑綱引き

に分かれホクレンよりアドバイ

き︑生産者が児童生徒と一緒に食

季部員研修が 月

では今金が好成績を収めました︒

スを頂きグループディスカッシ

しくいただいきました︒

各チーム結束し優勝を目指す中︑

八束︑農協の５チームが競い合い︑ 約

総合優勝した今金チームにはビー

しました︒

食材など必要なものの購入には

﹁ふるさとの恵みとほほ笑みに感

育推進事業︶
﹂が使われ︑児童生

ポーツ交歓会ではボーリングで︑
懇親会では各単組で製作した１

謝する日﹂と題されており︑生産

徒たちの食育のために活用されて

その後行われた収穫祭では︑ス
ポーツ大会で凌ぎを削っていたこ

分間ＣＭの上映やアームレスリ

者の作物に対する思い︑育てる苦

▲優勝した今金チームによる綱引き

▲アームレスリング決勝戦
伊藤和喜さん対伊藤司さん

﹁ＪＡバンク教育活動助成事業︵食

とを忘れ︑翌年の豊作を祈りなが

ングで盛上がり︑道南地区の青

ら親睦を深めました︒

▲みんなで感謝を込めていただきます！

います︒

▲熱心に話に聞きいる児童たち

労を知り︑郷土でとれた作物であ

この活動は今年で６年目を迎え︑

ョンを行いました︒研修後のス

22

ルサーバーが贈られました︒

11

年部同士交流を深めました︒
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２

21

11

12

50

11

人の似顔絵を書かせたり︑どん

ＪＡ今金町金融部

金融部を対象とした防犯訓練

な特徴の犯人だったかを質問し

菊地章太さん

が行われ︑本番をシミュレート

ました︒

防犯訓練実施

当日は天候に恵まれず︑今に

して実践行動を学びました︒強

とを目的としています︒

も雨が降り出しそうな雲行きの

を頂き︑いざというときの判断

訓練終了後︑署員より職員の

金を要求︒事務所内は緊迫した

能力や対応はもちろんのこと︑

盗に扮した警察官が金融部事務

消費者に伝えたい思いを中心に

空気に包まれているなか︑現金

犯人像をとらえ︑正確に情報を

中撮影が始まりました︒
ＰＲ内容

ＰＲ撮影に臨む
鈴金地区の菊地章太さんが
日︑道外における牛乳・乳

デオの撮影に臨みました︒

道酪農を身近に感じてもらい︑
収録し︑菊地さんの堂々とした

を奪った犯人は発砲しながら事

役割や行動などについての講評

素晴らしい北海道産牛乳乳製品

撮影に臨む姿勢にスタッフの

都府県の方々に対して︑北海

の背景には︑真摯に仕事をして

伝えることが大切である事を実

員は車輌にカラーボールを投じ︑ うなことがあってはならないこ

務所を立ち去り︑即座に停止し

とですが︑万が一事件が起きた

方々も驚いていました︒今回の

ミルクランド北海道フェアで上

ナンバーや車の特徴などを確認

際に対処できるよう今回の教訓

いる北海道の酪農家がたくさん
最近の飼料高騰に伴う生産コス

映される予定になっています︒

し︑犯人が逃走した後せたな警

践を通じて学びました︒このよ

トの上昇の実態を伝え︑現在の

また︑ホームページ上でも公開

を生かしていきます︒

ていた車輌に乗り込み逃走︒職

牛乳の価格についての理解をい

察署員が窓口の職員に対して犯

▲せたな警察署員より講評を頂く職員

される予定なのでお楽しみに！

▲犯人に扮して拳銃をかざす警察署員

ただき︑継続的な消費を促すこ

▲▼ＰＲビデオの撮影風景

いるということを伝えることと︑ ＰＲビデオは３月に開催される

所に押し入り拳銃をかざして現

5

は菊地さんの酪農に対する思い︑
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11

製品需要拡大事業に係るＰＲビ

月

19
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冬期間の乳牛（成牛）飼養管理
乳牛は比較的寒さに強い動物ですが、寒さの限界温度が
あります（図）。乾乳牛は、泌乳牛よりもルーメンの発酵熱
量が少ないため−１４℃が限界です。
乾乳期間を快適に過ごして分娩トラブルを最小限にし、
分娩後の生産性アップを目指した飼養管理を行いましょう。

ほ育牛

１３℃

育成牛

−５℃

乾乳牛

−１４℃

泌乳牛 （最盛期）
−１４℃
図

【寒さ対策】

乳牛の低限界温度

●屋外では冷たい風にさらされないように、ロールラップサイレージや乾燥ロールを積んで風よけを
サイレージや乾燥ロールを積んで風よけを
つくる。
●パドックや牛道、水槽周辺は泥濘化しないように火山灰などで補修する。また、定期的な除糞作業
をする。

【“いつでもたくさん” 食べられる環境を提供しましょう】

●屋外の草架台は頭数に見合った台数にする（１０頭に１台）
●採食量向上のためロールラップサイレージはほぐしたり、細断してから給与する。
●ウォーターカップや水槽は毎日ゴミを取り、凍っていたら氷をとり、定期的に掃除する。
●休息できる場所は敷料を多めに投入して、床からの冷気を伝導させない。
●つなぎ方の工夫をして寝起きをしやすくする。
●外気を取入れるため、日中の暖かい時間帯に扉や南向きの窓を開けて換気をしましょう。

風よけを設置

頭数に見合った草架台数に

敷料多く横臥休息を十分に

暴風雪に備えて
これからの時期、暴風雪により道路の通行止めや停電となる恐れがあります。普段からの備えが重
要ですが、万が一の場合を想定し、以下の対策を行いましょう。
①濃厚飼料、燃油等は常に余裕を持って補充しておく。
②発電機の手配を検討したり、自家発電機を持っている場合は試運転を行っておく。
③停電時、バルククーラーに冷却中の生乳は速やかに収集してもらう。十分攪拌できない生乳は細
菌数が高まるので、出荷する際には細菌数検査を実施する。
④前回搾乳から１６時間くらいまでの搾乳中止は、乳質・乳量に問題は生じないが、通電後の前搾
りで凝固物（ブツ）の確認を必ず行う。
４
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瑛治さん〔２５歳〕

24

今金町を担う若者達を紹介するコーナー︒第 回
目は美利河地区の佐藤 瑛治さんをご紹介します︒
佐藤さんは農業大学校を卒業して︑就農・経営移
譲 さ れ て１ 年 目 と な り ま す ︒ 日 々 学 ぶ こ と も 多 く ︑
毎日の搾乳もあり忙しい毎日を送っています︒趣味
はロック音楽を聞くことで︑バンドのライブに行く
こともあるそうです︒今回は佐藤さんに色々なお話
を伺いました！

えいじ）
（さとう
北海道立農業大学校 畜産経営学科卒（就農１年目）
《経営作物》 乳牛３０頭、育成牛１９頭
《家族構成》 佐藤 豊（父） 早苗（母）

佐藤
美利河地区

︽就農のきっかけは？︾
高校の頃に進路について考えたときに︑サラリーマン
をやるよりは農業を営んだほうが自分のペースでできる
し︑自分に適しているのではないかと考え︑農業大学校
に進学して勉強し︑就農することを決意しました︒

︽農業をしていて感じることはありますか？︾
農家というのは一個人でやる仕事だと思っていました
が︑実際に農業に携わってみると色々な人に支えられて
農業なんだなということを実感しました︒

︽休日の過ごし方は？︾
ロックバンドのライブに行くこともあれば︑ゲームを
して家でのんびりすることもあります︒

︽今の生活はどうですか？︾
周りに仲間がたくさんいて︑皆で集まって話をしたり
と楽しく過ごしています︒

︽今後はどうしていきたいですか？︾
まずは粗飼料を満足に作れる環境を作りたいと思うの
で︑すぐにでも牧草畑は増やしたいと考えています︒施
設も老朽化が進んでいるので建て替え︑その後乳牛の増
頭をしたいと考えています︒

︽佐藤さんより一言︾
就農１年目にして経営移譲という慌しい日常を送って
いますが︑諸先輩方のアドバイスを受けつつ精進してい
きますので︑ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします︒

多忙の中取材にご協力していただきありがとうござい
ました︒佐藤さん自身就農して間もないながらも︑一経
営者となり不安な事もたくさんあると思います︒周りに
いる先輩や仲間たちを頼り︑ときには助け合い︑これか
らの佐藤さんの活躍に期待しています！

5
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「もらい事故」等の自動車事故で、相手方との交渉を弁護士
に委任する際に必要となる弁護士費用等を保障します。

意外と多い！
「もらい事故」

平成 24 年中の交通事故のうち

34.8％（約 3 件に 1 件）

が追突事故（もらい事故）です。

だから

このような事故のとき、
弁護士に相手方との示談
交渉を委任する際に必要
となる費用等を保証するのが
るのが
るの
が

弁護士費用保障特約
特約掛金

（一時払）

保障内容について

ᲫᲭᲳᲪ円

月払は１２０円となります。なお、
用途車種、等級、年齢条件によら
ず一律の掛金となります。

自動車事故によって被った身体・財物の損害について、被共済者が、
法律相談を行う際や相手方に法律上の損害賠償請求を行う場合に、
相手方との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用（法律相
談費用、着手金、成功報酬等）に対して、共済金をお支払いします。

共済金の種類

留意事項

共済金の種類は、「弁護士費用等共済金」および「法律
相談費用共済金」とし、これらの支払対象および共済
金額については、次の通りとなります。

●弁護士等へ委任する場合および法律相談を行う場合
は、あらかじめＪＡの承認を得る必要があります。
●弁護士費用等、法律相談費用については、
「ＪＡが認
めた額」とします。

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、
「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、
ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

բӳƤέëųᲪᲫᲭᲱᲧᲲᲬᲧᲪᲬᲫᲫų᳄ʻထųᝪσฎᛢǇư
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ベジフル歳時記
野菜ソムリエ

ＫＡＯＲＵ

いてみましょう

▲撮影に協力いただき
ました女性部の皆さん

の運動です
真っ直ぐな理想
的な姿勢です

膝回りの
ひらく

七草がゆ
１月７日の朝に﹁セリ・ナズ みなぎる若菜の力強さにあやか
ナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホト り︑春の訪れとともに活動のス
ケノザ・スズナ・スズシロ﹂の タートに備えていたのかもしれ
春の七草を入れたおかゆを食べ ません︒現在は新暦で行うとこ
て︑その年の無病息災を願う風 ろがほとんどなので︑年末のご
ちそうや年始のおせち料理で疲
習﹁七草がゆ﹂
︒もともと中国
から伝わり︑平安時代から宮中 れた胃腸をいたわり︑消化を助
で行われたものが︑江戸時代に ける意味も含ませるようになり
は庶民にも広まったといわれて ました︒
早春に芽吹く七草は邪気をは
います︒当初は﹁米・アワ・キ
ビ・ヒエ・ミノ・ゴマ・小豆﹂ らうといわれ︑古くは身近に生
の７種の穀物を入れた﹁七種︵な えている七草を摘み︑恵方に向
なくさ︶がゆ﹂を食し︑無病息 かってまな板の上で決められた
災とともに五穀豊穣︵ほうじょ 回数をトントンとたたき︑歌に
う︶もお祈りしていたという説 合わせながら刻むのが習わし
も︒その後春の七草が使われる だったとか︒七草そのものが体
ようになったのは︑室町時代と に及ぼす作用だけでなく︑おま
じないによる精神的な部分も大
文献には残っています︒
現在では新暦の１月７日に行 切な要素だったのかもしれませ
われていますが︑旧暦の正月は んね︒
今は全てを摘みそろえるのは
今でいう２月ごろに当たり︑そ
のころになると厳しい寒さも和 大変なので︑お店で購入できる
らぎ︑春の穏やかな日差しを感 七草セットを利用すると便利︒
じ︑野草も芽吹き始める時期だ 説明書を見ながら︑刻む前に見
ったでしょう︒冬の間不足して 比べるとよいでしょう︒ゴギョ
いた青菜で栄養を補い︑生命力 ウはハハコグサ︑またスズナは
カブ︑スズシロはダイコンなど
おなじみの野菜だったりとさま
ざまな発見があり楽しいですよ︒
七草はいわば日本︵和︶のハー
ブ︒家族で七草がゆをおいしく
食べて︑その薬効を取り入れま
しょう

美脚は健康の元！！（バランスの良い姿勢で美脚を手に入れましょう）

〜美脚運動編〜
今月のテーマ

動です
外に

▲腰・おしりのスト
レッチです

冬の間の運動で
春からの仕事が楽
になりますよー

ȯȳȝǤȳȈᲫЎ᧓ᢃѣ

今金町健康づくりアドバイザー
下メップ高台地区 岸徹也さん

外内ももの運

ももの付け根

運動です

内に

とじる

呼吸を止めない

様ゆっくりと動

O 脚・X 脚問わず脚のバランスを整える根本は、姿勢です。骨盤回りの筋肉強化やストレッチは特に
重要です。写真のような運動を 1 分間でもいいので続けて、美脚を手に入れましょう！
モデル：ＪＡ今金町女性部副部長 津村 明美
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